
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
第 3008 回例会/N.o５  2016 年８月 2 日 

 
 

1. 開会点鐘  
2. 国家斉唱 
3. ロータリーソング斉唱 
4. 四つのテスト 
5. 会長の時間 
6. クラブ協議会：新年度抱負発表（前回未発表委員長） 
7. ８月度慶祝・慶祝者スピーチ 
8. 幹事および委員会報告 
9. 出席報告 
10. ニコニコボックス 
11. 閉会点鐘 
 
 
 
・ロータリーレート 1 ドル  102 円 ガバナー事務所 
 
 
 

■四つのテスト  
☆上田 穣君  

 
 
 
 
 
 

久々の谷村会場 
監督！ 

■会長の時間「４回/46 回」    吉田 和洋 君  

≪子供たちの健全育成≫ 
 
先週、リトルシニア花

巻チームの日本大会激
励会に出席して参りま
した。7年前に当クラブ
の笹木賢治さん、滝田吉
郎さんが中心となって
設立され、発足当初は 1
年生だけ15名ほどでの
スタートでしたが、その

後、毎年 1年生が加入し、現在では 30 数名で活動して
いるということです。 
数々の練習や試合経験を重ね、今回東北代表として 1

日からの全国大会へ臨みます。開会式の神宮球場には 2
回勝つと行けるそうです。皆様で応援していきましょう。 

 
花中では、以前は学校の部活とスポ小や地域のクラブ

との兼ね合いで学習時間の確保が難しかったのですが、
昨年後半より校長先生と相談を重ね、指導者や体制がし
っかりしている外部の団体で活動をしていれば、部活動
を免除する制度として、新たに地域スポーツ部と地域文

化部を創設し、この 4 月からスタートしました。 
生徒の多様化を認め、活躍の場を増やせるように環境

を整備する一方で、2重加入を減らし、学習時間等の確
保も一つの目的としております。 
 
北ロータリーさんでは永年、野球を支援されています

が、当クラブでも、小学生親善バレーボール大会を通じ
て 30 年にわたり青少年の健全育成に努めております。
ここにこれまで次代を担う子供たちの健全育成に貢献
して来られた皆様に敬意を表します。 
今大会では、花巻ロータリー主催横断幕を制作し、会

場へ掲示して活動を PR しながら大会を盛り上げて参り
ます。3 月に開催されますので、みなさまの応援・ご観
覧をお願いいたします。 

 
本日の夜例会は会員納涼夜例会と称しまして、今年度

花巻北ロータリークラブ会長の佐藤勝也さんのホテル
での開催とさせていただきました。また、ゲストスピー
チもお引き受けいただきました。ありがとうございます。 
では、皆様 本日は 7月では初めての試み、暑気払い

納涼例会です。おいしいお料理と生ビールで鋭気を養っ
ていただき、この夏を乗り切りましょう。 
（吉田会長推薦の「花巻小学校の賢治集会」が目出度くイーハト

ーブ賞受賞のニュースも懇親会前に報告がありました） 

 

 
 
2016-2017 花巻北 RC 会長 佐藤 克也 様 
 
まずは花巻RC夜例会納

涼会に当館をお利用いた
だき有難うございます。こ
の後の支障にならないよ
うに少しだけお話します。 
 
 私が会長を務める花巻
北 RC は現在 29 名、70
代 2 名、私含め 60 代 10 名、50 代 11 名、40 代 5
名、30代 1 名となっています。会長他、委員長人事は
入会順。職業柄、出席の難しい会員の方には何かの委員
に割り当てて、色々なことがある毎に役割を担ってもら
っています。 
現在、例会への出席率は 70～80 台半ば。年に何回か

90％になる状況。過去に 100％の時代が数年続いた時
期や 90％台の高い時期もありましたが今ではなかなか
難しい状況です。 

 
 今年度の事業として先に吉田会長から紹介があった
第30回目の少年野球大会を7/28-29の2日間に亘り
開催します。青少年の健全育成を目的にスタートした
1987 年当時は湯本小と宮野目小の校庭を借りて、審判
もロータリアンが務めていたため、アウト・セーフを巡
り、保護者の方からご意見を頂戴したり・・・色々なこ
とがあったようです（笑） 
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◆出席報告///////// 

 今は、かの菊池雄星君や大谷翔平君も使った本格的設
備の花巻球場で開催しますので、子供たちも楽しみにし
ています。そして会場の準備は早朝から我々でやります
が、運営は専門の審判団に任せています。 
その間、冷房の効いた本部席で熱中症にならないよう

冷たいものを飲みながら熱い気持ちで応援…と昔とは
大違いですが、子供たちを思う気持ちは変わらずやって
います（笑） 
子供達も球場に入る時、試合の時には元気に挨拶する

など、礼儀がしっかりしており、この活動の地域貢献・
奉仕活動としての意義を感じます。 
 ただ先日、市内の小学校に行った際、元気なんですが、
挨拶をしてくれる子供たちがいないことにビックリし
ました。時代というか、知らない大人には挨拶をしない
慣例なんでしょうか。？マークが出て来ました。 
また、日程の関係上、野球はトーナメント制ですが、

花巻 RCのバレーボール大会はリーグ制で負けても最後
まで試合があり、全日程で戦えるのに感心しています。
最近の本県のレベル向上にも貢献されていると思いま
す。私も高校・大学・クラブチームとバレーボール経験
者ですが、こういう大会が当時あればもっといい所まで
行けたんじゃないかと思います。（笑） 
 
 先日、宿泊されたお客様から「ロータリーは見栄を張
った経営者の集まりだ。」とのお言葉を頂きました。お
酒も入っておられたのでまともにぶつかってはと「そう
いうお考えもあっていいと思います。そして RC も各ク
ラブ毎に個性があると思いますが、私の知っている RC
は少し違っているかも知れません。」とお話を伺ってい
るうちに理解が得られ、RC に少し貢献できたかなと感
じます。 
長い歴史の中では悲しい事もあります。当クラブでも

ありました。が、過去は過去として反省し、相手がどう
であれ、否定的なことを話題にすることはロータリアン
には相応しくない、過去の出来事としてみんなの胸にし
まっておこうという話もした後でもあったので、冷静な
対応が取れたと思います。 
 RC を誤解されてる方が誤った情報を伝える部分もあ
るので色んな機会に色んな方とお話をし、もっと積極的
に伝えて行こうかなと思っています。そういう背景もあ
り、３０周年である野球大会にもマスコミを呼ぶことに
しました。子供たちも自分達が出た大会が新聞に載った
（TVでも報道されると良いんですが）、という誇らしい
記憶を持って大人になってくれることでしょう。 
 
今年は地区外のクラブにメイキャップし、交流して楽

しい会にしていこうと思います。生ビールが待ってます
のでこの辺で、今日はゆっくり楽しんで下さい。 

32 人中 11 人の出席 
出席率 42.3％ 

   前回修正 60.7％ 
【メイクアップ】 
吉田和洋君（２件） 

7/22(金)花巻・北上地区・湯本各 RC 会長・幹事会議 
7/23(土)第４４回日本ﾘﾄﾙｼﾆｱ野球選手権大会 激励会 

 
 
・佐々木 史昭君「初の試み７月夜例会。楽しみました」 
・鹿討 康弘君 「風の季 佐藤会長の御厚意に感謝」 
・吉田 和洋会長「花巻北 RC 会長佐藤克也様、本日は

ゲストスピーチありがとうございました。お互いロータ
リー活動を通じ、健全育成・地域社会への貢献をして参
りましょう。 谷村さん、会場監督つとめていただき、
ありがとうございました。」 
・阿部 一郎君 「佐藤会長のゲストスピーチに感謝」 
・橋川 秀治君 「露天善し、料理善し、風の季善し」 
 
 
※花巻北 RC 佐藤会長様より、日本酒「まんさくの花」
をたくさん差し入れて頂きました。 

 
 

8/9(火)    会員卓話 谷村 繁君 

 

 

～8月テーマ『会員増強・新クラブ結成推進月間』～ 

8/16(火)  休会（定款第 6 条）お盆休会  

8/23(火)クラブフォーラム 会員増強担当・立花徳久君

8/30(火)ゲストスピーチ 

※9/13(火)吉澤Ｇ補佐公式訪問理事会（17：00） 

菊の会合同夜例会（18：00）、懇親会 

※9/27(火)濱守ガバナー公式訪問 

クラブ会報委員会 
委員長：橋川秀治（今回担当） 副委員長：佐藤誠吾 

委員：多田浩二、前田 毅  AD：鹿討康弘 

◆ニコニコボックス 

◆次回のプログラム 

 

◆次回のプログラム◆今後の◆次回のプログラム◆今後の

 

◆今後のプログラム案内◆今

後のプログラム案内 

◆第 3007 例会後納涼会 

 

 

 
 


